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[１] 高知市の概況
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（１） 地勢,気候

○ 四国南部のほぼ中央に位置し、市域面積は３０９km２

○ 市の北方には四国山地、南は浦戸湾を経て土佐湾に面した地理的条件

○ 年平均気温は都道府県庁所在地の平均値より１～2度高い温暖な気候

（２） 歴史

○ 浦戸湾沿岸に広がる平野を活用し市街地を拡大

○ 高知城を中心に城下町を形成し、土佐の政治、経済、文化の中心として発展

○ 幕末には坂本龍馬、武市瑞山ら勤皇の志士を輩出

○ 市制の施行は明治22年、以後、幾度かの合併を経ながら県都として発展

（３） 文化
○ 江戸時代から連綿と続く「日曜市（長さ約1,300ｍ、約400店）」
○ 豪快な皿鉢料理に代表される「おきゃく（宴会）」

○ 全国各地の２００箇所以上で開催される「よさこい祭り」発祥の地

１章 中心市街地の活性化に関する基本的な方針



①人口：中心市街地の人口はH26年度を底に増加に転じている。

市全体の人口は約3.1％減少（H28/H19比）

②高齢化率：中心市街地の65歳以上人口は34.5％（H28） ※市全体は27.7％

③商業集積：商店数、従業者数、年間販売額、売場面積が５割程度の落ち込み（H14/H26比）

④空き店舗率：中心市街地の中心部では改善傾向（H23:14.4％→H28:13.0％）

市全体では悪化傾向（H23:18.0％→H28:19.3%）

⑤観光客数：高知の食・歴史などをテーマとした取組により観光客入込数が増加、 近年は年間300万人を

超えている。

[２] 中心市街地の現状分析
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⑥クルーズ客船寄港数：H28年度よりクルーズ客船の寄港数が増加している。

⑦公共公益施設：中心市街地に多くの行政施設、文化施設等が集積

H27年 高知県立大学永国寺キャンパスの整備

H29年3月 高知城歴史博物館開館

⑧交通：鉄道利用者は増加傾向，路面電車・路線バスの利用者は減少（H18→H26）

⑨歩行者通行量：中心市街地の主要な地点（17地点）における歩行者通行量は増加傾向にある一方、

中心部では中央公園をはさんで西側エリアが増加、東側エリアが減少という偏在化

が生じている。（H28/H24 比）

⑩地価：下落が続いているが近年は下落幅が縮小している。（H19→H28）

■クルーズ客船の寄港回数の推移（H29年6月末現在） ■H28年とH24年の歩行者通行量の増減比較

(回）
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■前計画の検証
○事業実施状況

全57事業中、 54事業が事業完了または事業着手済み
（進捗率 約95％）
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■中心市街地に関するニーズ調査（市民アンケート、来街者調査）

○中心市街地への来街目的は「買い物」が最も多い。

○中心市街地の活性化に必要な取組については「空き店舗の解消」、

「新しい店舗の導入、店舗の魅力向上」の二つが上位となっている。

○30代の層では、 「子どもが遊べる空間や憩いの場の充実」を求め

る意見が多い。

○駐車場の整備や無料化など、駐車場に関する意見が多い。

分類 全体 完了 実施中 未着手 

市街地の整備改善のための事業 12 3 8 1 

都市福利施設を整備する事業 7 2 5 0 

居住環境の向上のための事業 5 3 2 0 

商業の活性化のための事業 31 1 28 2 

公共交通の利便増進事業 2 0 2 0 

計 57 9 45 3 

 
≪評価指標の達成状況と評価≫ 居住人口・歩行者通行量ともに目標値は達成可能と見込まれる。

[3]地域住民のニーズ等の把握・分析 [4]前計画の実施状況と取組の評価

中心市街地の居住人口の推移 歩行者通行量の推移
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課題１ 中心市街地の居住人口の減少

中心市街地の居住人口は平成27年度から増加に転じているが、市全体の人口は減少傾向にあり、
今後人口減少が加速度的に進むことが予測されるなか、中心市街地も再び減少することが想定され
る。
居住人口の確保はまちが成り立つ基本的条件であり、まちの活力の源であることから、暮らしや

すい中心市街地を実現し、コンパクトシティの形成をすすめ、中心市街地の居住人口の割合を高め
ていく必要がある。

課題２ 歩行者通行量の偏在化

平成24年度の現行計画策定当時と平成28年度を比較すると、中心市街地全体での歩行者通行量は
増加しているが、エリア別に見ると中心部では中央公園をはさんで西側エリアが増加したのに対し、
東側エリアは減少している。また、中心部をはさんだ東西の商店街も歩行者通行量が減少している。
このような歩行者通行量の偏在化を解消するためには、人々の回遊が活発になり、滞留を促進さ

せることが重要である。したがって、観光・歴史・文化をはじめとするさまざまな地域資源を活用
しつつ、魅力ある機能をエリア全体に展開し、各機能を連携させることで中心市街地の回遊性を向
上させる必要がある。

課題３ 国内外からの来街者への対応

高知城歴史博物館の開館及び幕末維新150年関連イベントの開催、さらにはオーテピアの開館等
をきっかけとして高知市内外からの来街者の増加が見込まれている。また、ビザ緩和や訪日外国人
旅行者向け消費税免税制度の拡充などにより、訪日外国人旅行者が増加傾向にあるとともに、ク
ルーズ客船の寄港増加など、今後外国人観光客の増加も予測されている。
このように増加する国内外からの来街者に対して受入態勢を充実させることで、中心市街地の魅

力向上を図り、中心市街地を再び訪れたくなるような取組を進める必要がある。
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[5]中心市街地活性化の課題



中心市街地における課題 活性化に向けた基本方針

中心市街地の居住人口は平成27年度から増加に転じてい
るが、市全体の人口は減少傾向にあり、今後人口減少が
加速度的に進むことが予測されるなか、中心市街地も再び
減少することが想定される。

【課題1 】

中心市街地の居住人口の減少

今後も増加が見込まれる、国内外から中心市街地を訪れる来
街者への対応が求められている。

【課題3 】

国内外からの来街者への対応

中心市街地全体の歩行者通行量は増加しているが、エリ
ア別に見ると中心部では西側エリアが増加したのに対し、東
側エリアは減少している。また、中心部をはさんだ東西の商
店街も減少している。

【課題2 】

歩行者通行量の偏在化

来街者のニーズに合わせた中心市街地の魅力向上を図り、
中心市街地を再び訪れたくなるような取組を進める。

【方針3】

来街者の受入態勢の充実

人々の回遊を活発にし、中心市街地での滞留を促進させる。

【方針2 】

魅力ある機能をエリア全体に
展開し，各機能が連携できるような仕組みをつくる

暮らしやすい中心市街地を実現し、コンパクトシティの形成をす
すめ、中心市街地の居住人口の割合を高める。

【方針1 】

日常生活が便利で快適に
暮らせる機能の充実

7

[６] 中心市街地活性化に関する基本的な方針



＜ 高知市中心市街地活性化のコンセプト ＞

○ 「帯屋町チェントロ」や永国寺キャンパスの整備により、学生や若者が中心市街地を歩く姿が目立

つようになり、歩行者通行量も増えている。また、平成29年３月の高知城歴史博物館の開館により中

心市街地に新たな賑わいが生まれている。平成30年７月には新図書館等複合施設（オーテピア）が開

館を控えており、さらなる活性化が期待されるところである。

○ 一方で、現状分析から見えてきたように、今後すすむと予測される人口減少や、来街者は増加した

もののエリアによって歩行者通行量のばらつきが見られるという偏在化が顕著となっている。

また、近年ではクルーズ船による観光客が増加しており、今後も増加が予測される国内外からの来街

者への対応充実が必要となっている。

○ 新計画における中心市街地の活性化は、前計画で明らかとなった課題を解消するとともに、商業・

観光・歴史・文化・教育・福祉など、中心市街地に存在するあらゆる地域資源を活用し、それらの魅力

を相互に活かした活性化施策の展開に取り組んでいくことで、居住人口の確保と交流人口の拡大を

図り、賑わい溢れる本市の「顔」にふさわしい中心市街地の形成を目指す。
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【めざす中心市街地像】

“地域資源の魅力が織り成す、「暮らし」と「交流」の調和したまち”
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[１] 位置

２章 中心市街地の位置及び区域

位置図

中心市街地の位置
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[２] 区域

区域図

基本計画区域
約１４３ha



① 交通結節点であり、日常的に多くの市民・県民や観光客が利用する、本市の陸の玄関口「ＪＲ高
知駅」を含む。

②賑わいの核である「中心商店街」と３００年以上の歴史を誇る、日本一の街路市である「日曜市」の
エリアを含む。

③県庁・市役所等の行政機関、高知県立大学等の教育機関、オーテピア、高知城歴史博物館、かる
ぽーと、県民文化ホール等、さまざまな都市機能が集積するエリアを含む。

高知駅

かるぽーと

高知市役所

高知県庁

中心商店街

高知よさこい
情報交流館

計画区域
約143ha

高知城
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県民文化ホール

④商業地域（用途地域）で容積率が600％、500％の区域

◆ 区域設定の考え方

永国寺キャンパス

升
形
商
店
街

菜
園
場
商
店
街

日曜市

オーテピア

高知城
歴史博物館

【凡例】
：主な施設
：商店街
：日曜市



第1号要件

①高い地元購買率

②商業施設の集積状況

③事業所の集積状況

④公共公益施設の集積状況

13

中心市街地街地商
業集積地区（A）

市全体（Ｂ） 対市割合（A／B）

商店数 345 2,398 14.4％

従業者数 1,678 18,449 9.1％

年間販売額
（百万円）

31,250 358,709 8.7％

■中心市街地商業集積地区における商業機能の集積状況（平成26年商業統計）

 

中心市街地
（A）

市全体
（Ｂ）

対市割合
（A／B）

事業所数 2,711 16,717 16.2％

従業者数 22,864 143,998 15.9％

■中心市街地における業務機能の集積状況（平成24年経済センサス）

当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当数程度集積しており、そ
の存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること

[３] 中心市街地の要件に適合していることの説明

■買回品の地元市町村の支持率（平成22年県民消費動向調査）

※平成合併前の市町村名で表記



①商店数・従業員数・年間販売額の推移
（中心市街地商業集積地区小売商業の推移）

②空き店舗の状況

14

第２号要件 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経
済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること

 

市全体
（店）

中心市街地
商業集積

地区
（店）

中心市街地
の市全体に
占める割合
(中心市街地
　　　／全市)

市全体
（人）

中心市街地
商業集積

地区
（人）

中心市街地
の市全体に
占める割合
(中心市街地
　　　／全市)

市全体
（百万円）

中心市街地
商業集積

地区
（百万円）

中心市街地
の市全体に
占める割合
(中心市街地
　　　／全市)

市全体
（㎡）

中心市街地
商業集積

地区
（㎡）

中心市街地
の市全体に
占める割合
(中心市街地
　　　／全市)

4,052 677 16.7% 25,298 3,550 14.0% 429,268 68,285 15.9% 459,618 81,742 17.8%

(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)

3,744 607 16.2% 25,009 3,022 12.1% 409,233 56,468 13.8% 490,213 72,968 14.9%

(0.92) (0.90) (0.97) (0.99) (0.85) (0.86) (0.95) (0.83) (0.87) (1.07) (0.89) (0.84)

3,651 565 15.5% 24,005 2,487 10.4% 397,945 46,106 11.6% 457,757 54,224 11.8%

(0.90) (0.83) (0.93) (0.95) (0.70) (0.74) (0.93) (0.68) (0.73) (1.00) (0.66) (0.67)

2,559 　　　　　 － 　　　　　 － % 17,612 　　　　　 － 　　　　　 － % 327,639 　　　　　 － 　　　　　 － % 401,775 　　　　　 － 　　　　　 － %

(0.63) 　　　　　(－) 　　　　　(－) (0.70) 　　　　　(－) 　　　　　(－) (0.76) 　　　　　(－) 　　　　　(－) (0.87) 　　　　　(－) 　　　　　(－)

2,398 345 14.4% 18,449 1,678 9.1% 358,709 31,250 8.7% 394,360 38,366 9.7%

(0.59) (0.51) (0.86) (0.73) (0.47) (0.65) (0.84) (0.46) (0.55) (0.86) (0.47) (0.55)
H26

商店数 従業者数 年間販売額 売場面積

H14

H16

H19

H24

14.4 

13.6 
12.7 12.5 

13.3 

13.0 
14.3 

14.2 
13.6 

14.3 

15.9 
15.5 

18.0 
16.7 17.4 

18.5 
19.7 19.3 

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28

中心部 中心市街地 高知市全体

（％）

本市商業集積地区の小売商業は、平成14年と比べ、商店数・従業員数・
年間販売額・売場面積全てで減少している。

市全体の空き店舗率は、少子高齢化の進展、
消費生活や社会情勢の変化等により悪化傾向
にある。



③大規模小売店舗の状況

④歩行者通行量の推移

15

中心市街地の主要な地点（17地点）における歩行
者通行量について、平成24年の前計画策定当時と
平成28年の歩行者通行量の増減を比較すると、中
心部では中央公園をはさんで西側エリアが増加した
のに対し、東側エリアが減少していることが分かる。

・中心市街地では、平成26年8月にリブロードが閉店し、
大規模小売店舗は高知大丸など3店舗のみとなってい
る（平成29年3月現在）。
・一方、郊外では駐車場が整備されたロードサイド型店
舗の立地が続いている。



第３号要件

①上位・関連計画との整合

【高知県】
・高知広域都市計画区域マスタープラン
・高知県景観ガイドライン

【高知市】
・２０１１高知市総合計画（2016基本計画改訂版）

・高知市都市計画マスタープラン
・高知市立地適正化計画
・高知市交通バリアフリー基本構想

②中心市街地活性化による周辺への波及効果

○高知市は高知県全体の玄関口であり、高知観
光の重要な拠点

○中心市街地における観光振興や魅力的な商業
集積地の形成は県全体の観光・経済・産業の
発展にとって重要な要素

○多くの都市機能が集積し、県全域に及ぶ商圏
を形成する中心市街地は、高知市内外の居住
者にとって就業や都市活動の場

○中心市街地の活性化は高知市及び県全体の発
展に大きく寄与

16

当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上と総合的かつ一体的に推進すること
が、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると
認められること



１.中心市街地の活性化に関する基本的な方針

[１]高知市の概況

[２]中心市街地の現状分析

[３]地域住民のニーズ等の把握・分析

[４]前計画の実施状況と取組の評価

[５]中心市街地活性化の課題

[６]中心市街地活性化の基本的な方針

２.中心市街地の位置及び区域

[１]位置

[２]区域

[３]中心市街地の要件に適合していることの説明

３.中心市街地の活性化の目標

[１]中心市街地活性化の目標

[２]計画期間

[３]目標指標の設定

[４]数値目標の設定

４.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公

共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関

する事項

[１]市街地の整備改善の必要性

[２]具体的事業の内容

５.都市福利施設を整備する事業に関する事項

[１]都市福利施設の整備の必要性

[２]具体的事業の内容

６. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他住

宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上の

ための事業等に関する事項

[１] 街なか居住の推進の必要性

[２] 具体的事業の内容

７.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地

商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力

の向上のための事業及び措置に関する事項

[１] 経済活力の向上の必要性

[２] 具体的事業の内容

８.４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事

項

[１] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性

[２] 具体的事業の内容

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

９. ４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する

事項

[１] 市町村の推進体制の整備等

[２] 中心市街地活性化協議会に関する事項

[３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進

10. 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する

事項

[１] 都市機能の集積の促進の考え方

[２] 都市計画手法の活用

[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等

[４] 都市機能の集積のための事業等

11. その他中心市街地の活性化のために必要な事項

[１] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項

[２] 都市計画との調和等

12. 認定基準に適合していることの説明

目 次
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目標１：「すべての世代が永く住み続けられるまち」の実現
目標２：「多くの人が回遊するまち」の実現
目標３：「また訪れたいと思うまち」の実現

平成30年４月から平成35年３月まで

目標１：
「すべての世代が永く住み続け
られるまち」の実現

評価指標１ :
中心市街地の居住人口の割合

目標２：
「多くの人が回遊するまち」
の実現

評価指標２ : 歩行者通行量

参考指標２ : 
エリア別の歩行者通行量

目標３：
「また訪れたいと思うまち」
の実現

評価指標３ :拠点施設の入館者数

[１] 中心市街地活性化の目標

[２] 計画期間

[３] 目標指標の設定

３章 中心市街地の活性化の目標

18



「すべての世代が永く住み続けられるまち」の実現

【目標達成に寄与する主要事業】

19

基準値（Ｈ２８）

１．５２％

目標値（Ｈ３４）
１．６５％

・（仮）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業 ・「クレアホームズ高知駅前 ザ・レジデンス」整備事業

・「ロイヤルガーデンはりまや町」整備事業 ・「クレアホームズ升形 ザ・レジデンス」整備事業

・移住・定住促進事業

目標１

評価指標１ 中心市街地の居住人口の割合

+0.13ポイント中心市街地の人口 5,063人
市全体の人口 332,059人

中心市街地の人口 5,290人
市全体の人口 319,892人

5,132 
5,091 

5,028 5,017 4,988 5,009 4,993 
4,951 

4,996 
5,063 

4,956 

1.50 
1.49 

1.47 

1.47 

1.47 

1.48 

1.48 1.47 

1.49 1.52 

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

中心市街地の居住人口 中心市街地の居住人口の割合

5,290
1.65

中心市街地の人口（人）
中心市街地の

居住人口の割合（％）

1.55

[４] 数値目標の設定



【目標達成に寄与する主要事業】

基準値（Ｈ２８）

119,447人

目標値（Ｈ３４）
123,278人

・高知大丸リニューアル事業

・オーテピアにおけるソフト事業

・高知城歴史博物館ソフト事業

・ （仮）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業

・ 「クレアホーム升形 ザ･レジデンス」整備事業

・「ロイヤルガーデンはりまや町」整備事業

+3,831人

・レンタサイクル事業

・ 街なか空間有効活用事業

・学生活動交流館事業，学生と商店街の連携事業

・高知よさこい情報交流館運営事業

・まんがイベント事業，芸術文化振興事業

123,261

119,162 

105,726 

112,852 111,771 
109,905 

119,447 

y = 113616.7825x -0.0047

R2 = 0.0042

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

歩行者通行量の推移
（人）

111,958
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評価指標２ 歩行者通行量（１７地点・平日休日２日の合計）

123,278

「多くの人が回遊するまち」の実現目標２



42,053 

38,466 38,379 
39,780 

34,524 34,671 
33,074 

y = 42193.0961x -0.0982

R2 = 0.7025

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

①東エリアの歩行者通行量

基準値（Ｈ２８）

34,671人

目標値（Ｈ３４）

35,585人

71,762 

62,643 

67,503 67,164 
70,551 

80,045 
74,428 y = 66256.6352x0.0468

R2 = 0.1416

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

②西エリアの歩行者通行量

基準値（Ｈ２８）

80,045人

82,940

②西エリアの歩行者通行量

基準値（Ｈ２８）

4,731人

目標値（Ｈ３４）

4,753人

③周辺エリアの歩行者通行量

【目標達成に寄与する主要事業】
・高知大丸リニューアル事業
・「ロイヤルガーデンはりまや町」整備事業
・街なか空間有効活用事業
・学生活動交流館事業，学生と商店街の連携事業
・高知よさこい情報交流館運営事業
･まんがイベント事業，芸術文化振興事業

【目標達成に寄与する主要事業】
・ 「クレアホームズ升形 ザ･レジデンス」整備事業
・レンタサイクル事業

（京町・新京橋・壱番街・はりまや橋など6地点）

（帯屋町一丁目，二丁目，大橋通り，
おびさんロード，天神橋通など8地点）

（菜園場，升形，高知橋）

35,585

5,347 

4,617 
4,827 4,830 4,731 

4,456 

y = 5158.2381x -0.0613

R2 = 0.4835

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

H23 H24 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

③周辺エリアの歩行者通行量6,970

4,753

Ｈ25
（特異値）

①東エリアの歩行者通行量

目標値（Ｈ３４）

82,940人

【目標達成に寄与する主要事業】
・オーテピアにおけるソフト事業
・高知城歴史博物館ソフト事業
・（仮）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業
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参考指標 エリア別の歩行者通行量



施設名
基準値
（H28）

目標値
（H34）

①高知城歴史博物館 10,641 200,000

②オーテピア 620,158 1,000,000

③高知よさこい情報交流館 54,058 57,000

④かるぽーと 474,698 491,000

合計 1,159,555 1,748,000

（単位：人）

基準値（Ｈ２８）
1,159,555人

目標値（Ｈ３４）

1,748,000人

【目標達成に寄与する主要事業】

・オーテピアにおけるソフト事業 ・高知城歴史博物館ソフト事業

・高知よさこい情報交流館運営事業 ・芸術文化振興事業

・まんがイベント事業

拠点施設入館者数

（※1）

（※2）

（※1）
土佐山内家宝物資料館
のＨ26入館者数

（※2）
県立図書館及び市民図
書館のＨ26入館者数合
計値

+588,445人
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評価指標３ 拠点施設入館者数

「また訪れたいと思うまち」の実現目標３



１.中心市街地の活性化に関する基本的な方針

[１]高知市の概況

[２]中心市街地の現状分析

[３]地域住民のニーズ等の把握・分析

[４]前計画の実施状況と取組の評価

[５]中心市街地活性化の課題

[６]中心市街地活性化の基本的な方針

２.中心市街地の位置及び区域

[１]位置

[２]区域

[３]中心市街地の要件に適合していることの説明

３.中心市街地の活性化の目標

[１]中心市街地活性化の目標

[２]計画期間

[３]目標指標の設定

[４]数値目標の設定

４.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公

共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関

する事項

[１]市街地の整備改善の必要性

[２]具体的事業の内容

５.都市福利施設を整備する事業に関する事項

[１]都市福利施設の整備の必要性

[２]具体的事業の内容

６. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他住

宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上の

ための事業等に関する事項

[１] 街なか居住の推進の必要性

[２] 具体的事業の内容

７.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地

商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力

の向上のための事業及び措置に関する事項

[１] 経済活力の向上の必要性

[２] 具体的事業の内容

８.４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事

項

[１] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性

[２] 具体的事業の内容

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

９. ４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する

事項

[１] 市町村の推進体制の整備等

[２] 中心市街地活性化協議会に関する事項

[３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進

10. 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する

事項

[１] 都市機能の集積の促進の考え方

[２] 都市計画手法の活用

[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等

[４] 都市機能の集積のための事業等

11. その他中心市街地の活性化のために必要な事項

[１] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項

[２] 都市計画との調和等

12. 認定基準に適合していることの説明

目 次
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４ 丸ノ内緑地整備事業

老朽化した丸ノ内緑地について、安心・安全のため長寿命化対策
を行うとともに、高知城や高知城歴史博物館に近接した立地を活
かし、観光客の憩いの場やイベントスペースとしても活用できるよ
うなリノベーションについ
て検討及び実施を行う。

・実施時期： Ｈ３０～

・実施主体： 高知市

≪その他の実施事業≫
・みどり豊かなまちづくり事業
・新庁舎建設事業
・景観形成推進事業
・街なか公園リニューアル事業
・シンボルツリー事業
・高知城の環境整備事業
・駐輪場整備事業
・藤並公園整備事業
・横堀公園整備事業
・無電柱化推進事業
・追手筋空間の有効利用
・駐車場利便性向上事業

７ オーテピア西敷地利活用事業

現在、仮設市民図書館となっている中心市街地の市有地を活用
することにより、新たな中心市街地の魅力、滞留拠点などを創出
し、来街者の増加、回遊性の向上を促進する。
（プロポーザル方式により
活用策を選定する。）

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、民間

新図書

西敷地

約2,500㎡

多
目
的
広
場

帯屋町二丁目複合施設

（帯屋町チェントロ）
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遊歩道

遊歩道

遊
歩
道

遊
歩
道

ひろめ市

新図書館西

景観形成重点地区

帯屋町二丁目アーケード

新図書

西敷地

約2,500㎡

多
目
的
広
場

帯屋町二丁目複合施設

（帯屋町チェントロ）

追手

遊歩道

遊歩道

遊
歩
道

遊
歩
道

ひろめ市

新図書館西

景観形成重点地区

帯屋町二丁目アーケード

１３ レンタサイクル事業

中心市街地内を快適に回遊できるレンタサイクル導入の検討及び
実施。便利に乗り降りできるようサイクルポートを中心市街地内随
所に整備し、回遊性をさらに向上させるようなソフト事業（観光・商
業情報発信、商店街や店舗との連携等）を行う。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知市

４章 市街地の整備改善のための事業
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２１

２ 新庁舎建設事業

・老朽化した市役所庁舎の建て替え
・災害時の災害対応拠点、避難施設の機能や市民が気軽に利用
できるスペースの整備

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３１

・実施主体： 高知市

・支援措置：
社会資本整備総合交付金
（住宅・建築物安全ストック形成事業）

１６
（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備
事業

日常生活が便利で快適に暮らせる商業店舗や子育て支援施設等
と共同住宅の複合施設を整備することで、居住人口の確保及び
回遊性の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３３

・実施主体： 民間

１７ 永国寺キャンパス整備事業

高知県立大学及び高知工科大学の永国寺キャンパスについて、
平成25年度から続く整備の第3期工事の実施。学生会館を整備し、
「知の拠点」としての機能充実を図る。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３０

・実施主体： 高知県

１８ まちなか市民健康づくり事業

中心市街地において、健康を増進するソフト事業やいきいき百歳
体操の実施及び活動支援を行い、来街のきっかけづくりや参加者
と地域の交流を図る。

・実施時期： Ｈ３０～

・実施主体： 高知市、民間
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５章 都市福利施設を整備する事業
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≪その他の実施事業≫
・（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業
・「ロイヤルガーデンはりまや町」整備事業
・「クレアホームズ升形 ザ・レジデンス」整備事業
・環境美化事業

１９
「クレアホームズ高知駅前 ザ・レジデン
ス」整備事業

日常生活が便利で快適に過ごせる民間分譲マンションを北本町二
丁目地区において整備し、中心市街地の居住人口の増加を促す。

・実施時期： Ｈ３０

・実施主体： セントラル総合開発株式会社

２３ クールチョイス事業

地域住民や各種団体等と連携し、省エネ・低炭素型環境づくりのた
めのソフト事業を実施し、安心して快適に過ごせる中心市街地の空
間づくりをすすめる。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、民間

２４ 移住・定住促進事業

街の魅力や移住・定住に関する情報発信、三世代同居等となる
子育て世帯の転入・定住費用に対する支援など、移住・定住促
進計画に基づく各種施策を実施することにより、新しい人の流れ
を創出する。

・実施時期： Ｈ２７～Ｈ３１

・実施主体： 高知市

６章 居住環境の向上のための事業



７章 経済活力向上のための事業

４６ 芸術文化振興事業

県民文化ホール、かるぽーと等での芸術・文化イベントや各種講
座を実施するほか、中心商店街においても「高知街ラ・ラ・ラ音楽
祭」等の芸術イベントを行うことにより、賑わいを創出する。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知県、高知市、
民間
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３９ 空き店舗対策事業

中心市街地や商店街の空き店舗を活用して出店する新規創業を
希望する事業者等へ店舗賃借料等を補助することにより、出店を
促進する。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知県、高知市、
高知商工会議所

４０ 外国人観光客の受入おもてなし事業

今後も増加すると見込まれる外国人観光客の受入態勢の充実を
図るため、行政と商店街、民間が連携して街なかでの観光案内、
多言語マップの配布、サインや表示の多言語化、日本文化を体験
できるミニイベントの実施等により、楽しく快適に過ごせる中心市街
地づくりを目指し、来街及び再訪を促す。

・実施時期： Ｈ２７～Ｈ３４

・実施主体： 高知県、高知市、
商店街、民間

４２ 高知城歴史博物館ソフト事業

高知城や日曜市、商店街に近接する立地を活かして、歴史まち歩
き講座や子ども向けのイベント、日曜市の食材を使った料理教室
など、日曜市及び商店街と連携した取組や情報発信等を行い、来
街者の増加による賑わいの創出
及び交流人口の拡大を図る。

・実施時期： Ｈ２８～Ｈ３４

・実施主体： 高知県



５１ 観光案内所整備事業

今後も増加が見込まれる外国人観光客対応のため、観光客が多
く立ち寄る中心商店街内に、外国語対応可能な観光案内所を設
置する。あわせて看板やパンフレットの多言語化、観光情報の提
供等を行い、外国人観光客の誘客促進を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４ ・実施主体： 高知市

５３ 創業支援情報発信事業

中心市街地で新規創業を希望する方に必要な空き店舗情報、創
業支援制度、出店可能なイベント情報等を集約し、ホームページ
等で広く情報発信することで中心市街地内での創業を促し、新た
な賑わいの創出につなげる。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４ ・実施主体： 高知市

≪その他の実施事業≫
・まんがイベント事業
・高知よさこい情報交流館運営事業
・タウンモビリティ事業
・京町チャレンジショップ事業
・学生活動交流館事業
・学生と日曜市の連携事業
・日曜市と商店街の回遊促進事業
・日曜市空き小間活用事業
・よさこいおもてなし事業
・「土佐っ歩」事業
・商店街イベント事業

・「食のイベント」事業
・「春花まつり」事業
・エスコーターズ事業
・「高知まちゼミ」事業
・商店街魅力発信事業
・フラフ等による商店街演出事業
・商店街防災対策事業
・（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業
（再掲）
・街なか空間有効活用事業
・オーテピア高知図書館での情報発信事業
・学生と商店街の連携事業
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５０ 高知大丸リニューアル事業

中心市街地に唯一立地する百貨店・高知大丸東館の全面改装及
び地元商店街と連携したポイントカードの導入により、商業の活性
化及び集客力の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３１

・実施主体： （株）高知大丸

４９ オーテピアにおけるソフト事業

オーテピア多目的広場を活用した各種イベントや、利便性の高い
立地を活かして日曜市・商店街と連携した取組を行うことにより、賑
わいの創出及び回遊性の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知県、高知市



５４ 観光周遊バス運行事業

高知駅と桂浜を発着点として市内の観光スポットを回る観光周遊
バス「ＭＹ遊バス」の運行及び観光施設・宿泊施設・飲食店や店舗
での特典を付与したサービスを行い、来街を促進させる。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： (公財)高知県観光
コンベンション協会

５６ バス路線再編事業

複雑になっている現在のバス路線網を、市民や観光客など利用者
目線に立って分かりやすく使いやすバス路線網に再編し、気軽に
来街しやすく、賑わいを創出する交通ネットワークを構築する。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、
交通事業者

５５ 公共交通利用促進事業

ＩＣカード「ですか」による多様なサービスを実施・拡充するほか、イ
ベント・広報等により公共交通を積極的にＰＲすることで公共交通
の潜在的な利用者の掘り起こしに取り組み、来街者の増加を図る。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、
交通事業者
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８章 ４章から７章までの事業と一体的に推進する事業

５７ バス停整備事業

路線図や時刻表などの文字の大型化やバス停そのものの統一化
を図るなど、利用者に分かりやすく使いやすいバス停となるよう整
備する。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、
とさでん交通(株)



高知駅

かるぽーと

高知県庁

高知市役所

高知城

はりまや橋

≪その他中心市街地全般に関する事業≫

市- 1 みどり豊かなまちづくり事業
市- 3 無電柱化推進事業
市- 8 景観形成推進事業
市- 9 街なか公園リニューアル事業
市-10 シンボルツリー植栽事業
市-12 駐輪場整備事業
市-13 レンタサイクル事業
都-18 まちなか市民健康づくり事業
居-22 環境美化事業
居-23 クールチョイス事業
居-24 移住・定住促進事業
経-32 よさこいおもてなし事業
経-33 「土佐っ歩」事業
経-34 商店街イベント事業
経-35 「食のイベント」事業

経-36 「春花まつり」事業
経-37 エスコーターズ事業
経-38 「高知まちゼミ」事業
経-39 空き店舗対策事業
経-40 外国人観光客の受入おもてなし事業
経-43 商店街魅力発信事業
経-44 フラフ等による商店街演出事業

経-45 商店街防災対策事業
経-47 街なか空間有効活用事業
経-51 観光案内所整備事業
経-52 学生と商店街の連携事業
経-53 創業支援情報発信事業
交-55 公共交通利用促進事業
交-56 バス路線再編事業
交-57 バス停整備事業

【凡例】
赤字：新規事業 黒字：継続事業
市－市街地の整備改善のための事業
都－都市福利施設を整備する事業
居－居住環境の向上のための事業
経－経済活力向上のための事業
交－公共交通の利便増進のための事業

経-50 高知大丸リニューアル事業

経-46 芸術文化振興事業

計画区域
約143ha

経-41 タウンモビリティ事業

市-5 藤並公園整備事業

交-54 観光周遊バス運行事業

居-19 「クレアホームズ高知駅前 ザ・レジデンス」整備事業

経-26 高知よさこい情報交流館運営事業

居-20 「ロイヤルガーデンはりまや町」 整備事業

経-25 まんがイベント事業
経-46 芸術文化振興事業

経-27 京町チャレンジショップ事業

経-28 学生活動交流館事業

市-15 駐車場利便性向上事業

都16,居,経 （仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業

経-48 オーテピア高知図書館での情報発信事業
経-49 オーテピアにおけるソフト事業

居-19 「クレアホームズ升形
ザ・レジデンス」整備事業

市-2,都 新庁舎建設事業

市-4 丸ノ内緑地整備事業

経-42 高知城歴史博物館ソフト事業

市-11 高知城の環境整備事業

市-7 オーテピア西敷地利活用事業

都-17 永国寺キャンパス整備事業

市-14 追手筋空間の有効利用
経-29 学生と日曜市の連携事業
経-30 日曜市と商店街の回遊促進事業
経-31 日曜市空き小間活用事業
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事業実施箇所図

市-6 横堀公園整備事業


